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自衛官（特別職国家公務員）募集

■申■問自衛隊観音寺地域事務所
　☎25-6122

三観広域行政組合消防職員募集
■対平成7年4月2日～平成14 年4月
1日に生まれた人 （居住圏域の制
限および身体などの基準あり）

■数７人程度
■受 8月１日（木）～15日（木）
試験日 9月２２日（日）

■申■問消防本部総務課　☎23-3970

精神保健相談日（要予約）
【思春期相談】
■時 7月8日(月）午後2 時～
【心の健康相談】
■時 7月18日（木）午後4時20分～
■場西讃保健福祉事務所
■申■問西讃保健福祉事務所　
　☎25-2052

青年・成人の発達障がいに関する
相談会（要予約）
■時７月１９日（金）午後１時～
■場みとよ未来創造館

■対16歳以上の本人およびその家族、
関係者など

■内生活や仕事などの悩み相談
■申■問福祉課　☎73－3015

市総合体育館７月健康教室
【健康相談と運動処方】 
■時 7月4日(木）午前10時30分～正午
13日(土） 午前11時30分～午後1時
14日(日)、21日(日)
　午前9時～10時30分
25日(木） 午後3時～4時30分
■内各種トレーニング機器を使った効
果的な運動を専門のインストラク
ターがサポート
■料 200円
【バランスボール講座】（要予約）
■時 7月14日（日）
午前10時30分～11時30分

■料 200円
【ボール遊び教室】（要予約）
■時７月９日（火）、23日（火）
幼児 :午後４時～５時
小学生（低学年）：午後５時～６時
■内運動能力が発達する時期に遊び
を通して学ぶ
■数各10人
■申■問市総合体育館　☎72－1500
山本町公民館 生涯学習講座
【スターウォッチング】
■時８月３日(土) 午後７時30分～９時
■場山本ふれあい公園

※雨天曇天の場合は、山本町生涯
　学習センターでビデオ学習

■内望遠鏡で見る夏の星座と惑星　
■問山本町公民館　☎63-1041
香川高専詫間キャンパス公開講座
　　　　　　　　　　　 （要申込）
【電子ピアノを作ろう】
■時 7月28日（日）
午前10時～午後0時30分

■内電子工作による電子ピアノの作成
■対小学４年生から中学３年生
■数 10人
■申■問香川高専詫間キャンパス

☎83-8507
香川高専オープンキャンパス
■時８月４日（日） 午前９時～11時45分
■対小・中学生、保護者、教員、一般
■申■問香川高専詫間キャンパス
　☎83-8516

香川大学サテライトセミナー

■時 7月11日（木）午後6時30分～8時
■場豊中町農村環境改善センター
■内実践、日常生活におけるリスク
マネジメント

■問香川大学事務局
☎087－832－1368

空き家対策セミナー（要申込）
■時 7月20日(土) 午後1時30分～4時
■場県社会福祉総合センター（高松市)
■数 180人 ※先着順
■受 7月19日(金)まで
■申■問県住宅課　☎087-832-3583

みとよ創業塾（要申込）
　市創業支援事業補助金などの申
請には、講座受講が要件となります。
（原則、7回全て受講できる人）
■時 8月2日（金）、6日（火）、8日（木 )、
20日（火）、22日（木）、27日（火）、
29日（木）午後7時～9時

■場市商工会本所（インパルみの）
■対市内で創業を考えている人、創
業後5年未満の人

■数 20人
■申■問市商工会　☎72-3123
転ばぬ先のステップアップ教室　
（三野会場）
■時 8月30日～
11月22日
(月1～3回の
金曜日全10回）午後1時30分～3時

■場三野町保健センター
■内転倒を予防するための運動教室
ストレッチやバランス運動など

■対市内在住の 65歳以上の人（前年
受講した人は除く）

■数 20人
■受 7月9日（火）午前9時から
※定員になり次第受け付け終了

■申■問地域包括支援センター
(介護保険課内） ☎73－3017

三豊総合病院７月健康教室（要予約）
【食べて治して、ハッピーライフ】
■時 7月12日（金）午後2時～3時
【腎臓病教室】
■時 7月18日（木）

午後3時30分～4時30分
【夜間糖尿病教室】
■時 7月11日（木）午後6時～7時
【肝臓病教室】
■時 7月25日（木）午後2時～4時
■申■問健康管理センター ☎52－3366
三豊総合病院　みとよサプリ
■時 7月17日（水）午後1時30分～2時
■テ認知症ってどんな病気？
～発症予防と悪化防止について～

■問三豊総合病院　☎52－3366
消費税軽減税率制度説明会

■時 7月25日（木）午後1時30分～3時
■場観音寺市役所
■対全ての事業者
■問観音寺税務署　☎25-2191

みとよ未来図書館 イベント
　　　　 マイズム
【AIとMAiZM展】
■時 7月6日（土）～15日(月・祝)
午前9時30分～午後6時

■場みとよ未来図書館
【プログラミング教室】(要申込）
■時 7月１３日（土）
①午前10時～11時30分
②午後1時30分～3時

■場みとよ未来創造館
■対小学4年生から中学3年生
■料 500円　■数各10人
■申一般社団法人MAiZM ☎23-6120
■問みとよ未来図書館　☎72-5631

宗吉かわらの里展示館企画展
【讃岐国府跡を探る 10】
　県埋蔵文化財センターが発掘調
査を行っている讃岐国府跡の中で
も中枢施設と考えられる開法寺東
方地区の概要を出土遺物と写真な
どにより紹介します。
■時 7月17日(水)～8月25日(日)
■料 15～64歳は100円
■問宗吉かわらの里展示館 ☎56－2301
県立香川西部養護学校作品展
■時７月10日（水）～17日（水)
午前9時～午後10時（火曜除く）
※最終日は午後3時まで

■場マリンウェーブ
■問香川西部養護学校 ☎25-1775

■時＝日時 ■場＝場所 ■講＝講師 ■内＝内容 ■対＝対象 ■数＝募集人数　　　　　　　■持＝持参物 ■テ＝テーマ ■種＝種目 ■料＝参加費用 ■受＝受付期間 ■主＝主催 ■注＝注意事項 ■申＝申込方法・申込先　■問＝問い合わせ先
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■■■■■■■■■■平

自衛官

精神保
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菊本和昭トランペット
リサイタル

～昭和と平和の歌姫の共演～
木村八重美＆中塚詩音

マーガレットホール
第2回リレーコンサート

■時 9月22日（日）
開演　午後2時

７

■料【全席指定】
一般　　　3,000円
高校生以下1,000円

■時 10月14日（月・祝）
開演　午後2時

■時７月15日（月・祝）
開演　午前9時30分

■料【全席自由】
一般　　　2,800円
高校生以下1,000円

■時７月13日（土）
開演 午後７時

■料 一般500円、学生100円

イベント

募集

受付期間
随時受付中

７月１日（月）～
９月６日（金)

自衛官候補生
一般曹候補生

区　分

海上・航空自衛隊
航空学生

　健康的な食生活を維持するために
は、80歳になっても自分の歯を20本以
上保つことが推奨されています（8020
運動）。歯と口のケアは、むし歯や歯周
病の予防だけでなく、全身の健康を守
るためにも大切なことです。
　平成31年4月1日時点で75歳の被保
険者（昭和18年4月2日から昭和19年4
月1日までの誕生日）の人・80歳（昭和
13年4月2日～昭和14年4月1日）の人
は、後期高齢者医療制度で歯科健康
診査を無料で受けることができます。
　対象者には広域連合から受診券を７
月頃に発送しますので、自分の口腔の
状態を知るためにも必ず受診しましょう。
■問県後期高齢者医療広域連合事務局
☎087-811-1866

石村友見トーク＆レッスン

NHK交響楽団首席
トランペット奏者・菊
本和昭によるコンサー
ト。終演後にはトラン
ペットクリニック（要申
込）を開催します。

話題のダイエット本
｢ゼロトレ｣の筆者・
石村友見さんの講演
と、会場でもできる
トレーニングを皆さ
んと一緒に！

事前に応募した皆さんが次々に演
奏します。小さなお子様から大人
まで音楽のジャンルも様々です。

75歳・80歳の歯科健診が
始まります



202019年7月広報2019年7月 広報21

▲

申し込み・問い合わせ
三豊市観光交流局 ☎56－5880（火曜休館）

♥

＆
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（５月受付分）心温まる贈りもの
　このたび、次の皆さまより善意の
ご寄附をいただきました。厚くお礼
申し上げます。　 （敬称略・順不同）

笠田高校講習会
『子ども手芸教室
かわいい小物を作ろう』

■時７月27日(土) 午前9時～11時
■対小学生とその保護者
■数 10組　※先着順
■受７月１日(月)～16日（火）
午前９時～午後4時30分

■問笠田高校　☎62-3345

三豊市プレミアム付き商品券の発売
■販■売■価■格 1セット10,000 円　　　
　　　（10,500 円分の商品券）

■販■売■限■度１人５セットまで
■販■売■開■始■日■時 7月7日（日）
　　　　　 午前９時～午後３時
※先着順｡１億円販売時点で終了

献血実施のお知らせ

■時７月７日（日）
午前9時～正午、午後1時～3時

■場本山寺（豊中町）
■問健康課　☎73-3014

■使■用■期■限令和２年１月６日(月）まで
■販■売■場■所インパルみの、商工会（詫
間、高瀬、豊中各支所）、市民セ
ンター仁尾、山本町老人ふれあい
プラザ、財田庁舎

■問市商工会　☎72-3123
環境保全型農業直接支払交付金
事業
複数の農業者などによって構成さ

れる農業者団体が、環境保全に効果
の高い営農活動で農作物を栽培、販
売する場合において、栽培に要する経
費が補助金の対象となる場合があり
ます。
※諸条件がありますので、事前にご
相談ください。
■問農林水産課　☎73－3040

■時＝日時　■場＝場所　■講＝講師　■内＝内容　■対＝対象　■数＝募集人数　■持＝持参物　■テ＝テーマ
■種＝種目　■料＝参加費用　■受＝受付期間　■主＝主催　■注＝注意事項　■申＝申込方法・申込先 ■問＝問い合わせ先７月の保健・相談

健康相談 健康課　☎73－3014
血圧測定・尿検査、健診結果や生活習慣病の予防、禁煙などについての相談
日　程 時　間 場　　所

山本町保健センター
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
詫間福祉センター
みとよ未来創造館

9：30～11：00

17日（水）
18日（木）
25日（木）
31日（水）

日　程 時　間 場　　所
市民センター仁尾
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
三豊市役所
豊中庁舎
山本町保健センター
三野町保健センター
詫間福祉センター

10:00～11:00

1日（月）
9日（火）
11日（木）
17日（水）
18日（木）
22日（月）
24日（水）

高齢者あんしん相談 地域包括支援センター ☎73－3017
認知症や介護に関すること、成年後見制度や高齢者虐待などの相談

月のお知らせ７

地域包括支援センター ☎73－3017
みとよ元気運動塾
転倒予防のための運動教室

10：00～11：30
13：30～15：00
10：00～11：30
13：30～15：00
10：00～11：30
10：00～11：00
10：00～11：30
13：30～15：00

日　程 場　　所時　間

4日（木）

8日（月）

17日（水）
23日（火）

26日（金）

山本町保健センター
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
市民交流センター
みとよ未来創造館
マリンウェーブ
二ノ宮農業構造改善センター
三野町保健センター
仁尾町文化会館

５月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比 発生件数17件（－8）死者数０人（－1）負傷者数20人（－５）

社会福祉協議会へ
渡辺　美芳 （財田町）

税務課からのお知らせ

☆全期前納の人で口座振替ができなかった場合は、期別振替
に変更となりますのでご了承ください。

問い合わせ　税務課 ☎73－3006▼

　認知症が気になる人や認知症の人とその家族、地域の人な
ど、誰もが気軽に集える場所です。月替わりの講話やイベント
をはじめ、個別の相談ができます。お気軽にご参加ください。

日程 時間 場　所
13:00～15:00
13:30～15:30
13:00～15:00
13:00～15:00
14:00～16:00
13:00～16:00
13:30～15:30

介護老人保健施設白寿の杜（詫間町）
三野町保健センター内 太陽の家

野田原集落センター（財田町）
ハートフルあいあい荘（仁尾町）

みんなの訪問看護ステーション（高瀬町）
豊中町保健センター

特別養護老人ホーム 優楽荘（山本町）

3日（水）

17日（水）

18日（木）

20日（土）
25日（木）

オレンジかふぇ開催のお知らせ（７月）

■問地域包括支援センター　☎73－3017
■料 100～300円

火葬場の休場日（７月）
■時７月５日（金）、23日（火）
■問環境衛生課　☎73－3007

相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ
9:00～12:00
13:00～15:00
13:00～15:00
13:00～15:00
9:00～12:00
10:00～12:00
13:00～15:00

市民センター仁尾
みとよ未来創造館
市民センター三野
山本庁舎
豊中庁舎
財田庁舎
詫間福祉センター
みとよ未来創造館
豊中庁舎
詫間福祉センター
市民センター仁尾
市民センター三野

1日（月）

3日（水）
8日（月）

10日（水）

1日（月）

10日（水）

17日（水）

10:00～13:00
9:00～12:00
10:00～15:00
10:00～13:00
10:00～15:00

行 政 相 談

人 権 相 談

総務課　☎73－3000
または各支所

人権課　☎73－3008
または各支所

10：00～11：30 ふれあいプラザにお

危機管理センター
※対象地域は高瀬・山本・財田
西讃農業改良普及センター
※対象は、新規就農予定者・就農5年以内の農業者
※毎月第3火曜日　農業制度資金相談会開催中

中小企業などの
経営相談

13：30～16：00

13：00～16：00
（要予約）

9：00～17：00
（要予約）

職 業 相 談

農 事 相 談

就 農 相 談

産業政策課　☎73－3012

農業委員会　☎73－3046

ふれあいプラザにお
☎82-2607

西讃農業改良普及センター
☎62－3075

22日（月）

8日（月）

16日(火)

～

31日（水）

よろず三豊
サテライト

危機管理センター
インパルみの

3日（水）
17日（水）

７月は、

７月31日（水）口座振替日および納期限

笠田高
『子『子『子

三豊市
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

献血実

■■■■■■■■■

環境保
事業

日　程 時　間 場　　所
みとよ未来創造館
マリンウェーブ
市民交流センター
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
三野町保健センター
仁尾町文化会館
山本町保健センター

13：30～15：00

9日（火）
10日（水）
16日（火）
19日（金）
22日（月）
23日（火）
26日（金）

脳きらり教室 地域包括支援センター ☎73－3017
認知症予防の教室　□内「簡単！誰でもできる脳活レシピ！」

フォトコンテスト入賞作品
フォトコンテスト

三豊の歴史を学ぶ会

■応■募■期■間 7月22日（月）まで
■結■果■発■表 8月下旬頃、入賞者へ直
接通知。各入賞作品は観光交流
局ホームページに掲載します。

■賞最優秀賞1作品・優秀賞4作品・
市長特別賞1作品・観光特別賞
1作品・佳作10作品

詳しくはホームページをご覧ください。
www.mitoyo-kanko.com

　「みとよの絶景カレンダー」に応
募してみませんか。

　紫雲出山の頂上にある遺
跡館で、三豊の歴史を学ぶ
勉強会を開催します。浦島
伝説研究家の海崎義隆先生
を講師にお迎えします。

その他

作品
募集

【最優秀賞】
「雪の始発列車」
矢野 秀明
（三豊市）

※入賞作品は観光交流
　局ホームページに掲
　載しています。

【優秀賞】
八木義樹（観音寺市）、石
角尚義（三豊市）、谷口浩
之(高松市）、佐藤雄二（四
国中央市）

【佳　作】
石角尚義、真鍋学、矢野
秀明（三豊市）、上杉孝徹、
八木義樹（観音寺市）、佐
藤雄二（四国中央市）、久
保初美（琴平町）、雪本信
彰 (高知市）
　　　【敬称略・順不同】

※休日当番医は、都合により変更になることがあります休日当番医 ※　 ＝歯科の診療時間は午前9時から正午まで　　

日　程 医療機関名 電話番号市町名
藤田脳神経外科医院 
やまじ呼吸器内科クリニック 
　しつかわ歯科医院
西香川病院 
辻整形外科医院 
　大西ただし歯科クリニック
橋本病院 
小山医院 
しのはら医院 
石川医院 
　おおした歯科医院
森川整形外科病院 
三野小児科医院 
いその歯科クリニック

高瀬町
観音寺市
詫間町
高瀬町
観音寺市
観音寺市
山本町
観音寺市
山本町
観音寺市
詫間町
高瀬町
観音寺市
観音寺市

72-1135
54-5588
83-6480
72-5121
57-1100
57-5095
63-3311
25-2354
56-7222
54-5511
83-7106
72-5661
25-7788
57-1550

7日(日)

14日(日)

15日(月)

21日(日)

28日(日)

福祉課　☎73－3015こころの相談

日　程 場　　所時　間
10:00～11:30
13:30～15:00

山本町保健センター
みとよ未来創造館

12日（金）
22日（月）

人間関係の悩みやうつ病などの心の病気、障がい福祉サービスの相談

福祉課　☎73－3015精神デイケア

10:00～11:30

13：30～15：00
豊中町保健センター

日　程 場　　所時　間
10日(水）
17日（水）
24日（水）

秋・冬の部 令和カレンダーの部

■時 7月21日（日）
午前10時～正午

■料1,000円
■数先着15人
※先着順・要予約

■内荘内浦島伝説の誕生を
学ぶ

（全期前納および第１期分）
（全期前納および第１期分）
（全期前納および第１期分）
（第２期分）

国民健康保険税（普通徴収）
介 護 保 険 料（普通徴収）
後期高齢者医療保険料（普通徴収）
固 　 定 　 資 　 産 　 税

の納付月です。

☆納期限内に納めましょう。
　■督促手数料■ 地方税法では、納期限までに納付がなかった場合は、｢納期限
後20日以内に督促状を発しなければならない」ことになっています。市では、このこ
とを受けて督促状を発送し、条例により督促手数料を徴収することと定めています。

☆市税などの納付は、便利な口座振替をご利用ください。
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